
 

 

１.幹事懇談会開催一覧 

（敬称略、役職は開催当時） 

 

 

●2008 年（平成 20 年） 

 

4 月会合（4.4） 芦田昭充副代表幹事（商船三井 取締役社長） 

          「外航海運の概況」 

6 月会合（6.6） 北山禎介副代表幹事（三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長） 

「“貯蓄から投資へ”の実態」 

7 月会合（7.4） 田沼千秋幹事（グリーンハウス 取締役社長） 

          「外食産業のマーケットと“食”・“健康”について」 

9 月会合（9.5） ｸﾞﾚﾝ･S･ﾌｸｼﾏ幹事（エアバス・ジャパン 取締役社長） 

          「国際社会における日本の存在感と影響力向上への提言」 

 10 月会合（10.3）濱口敏行幹事（ヒゲタ醤油 取締役社長） 

         「事業型ＮＰＯと社会的企業について」 

11 月会合（11.7）勝俣宣夫副代表幹事（丸紅 取締役会長） 

           「バブル崩壊後の総合商社の変遷」 

12 月会合（12.5）古川紘一幹事（森永乳業 取締役社長） 

           「日本の酪農乳業界の概況」 

 

 

●2009 年（平成 21 年） 

 

 2 月会合（2.6） 籾井勝人幹事（日本ユニシス 取締役社長） 

          「ＩＣＴ（情報通信技術）で何が変わるのか」 

 3 月会合（3.6） 岩田喜美枝幹事（資生堂 取締役副社長執行役員） 

          「“魅力ある人”で組織を埋め尽くす」 

 

Ⅳ.2008 年（平成 20 年）度 会合開催状況 



２.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

2008年4月
クレディセゾンのネットビジネスへ
の取り組み

１火・４火主催合同懇親会

クレディセゾン

常務取締役  髙橋　直樹

イスラーム世界と、どうつきあうか 合同懇親会（１水・１木）

国際日本文化研究センター
前所長  片倉　もとこ
お客様満足度向上のためのＩＢＭ
の取り組み 合同懇親会（１水・１木）

日本アイ・ビー・エム パレスホテル
専務執行役員  三浦　　浩

日米関係とアメリカ大統領選挙
貧困にあえぐカンボジア。その救済に
挑む２０代社会起業家の挑戦

ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト
共同代表 村田　早耶香

東海道新幹線バイパス計画につい
て

味の素「食品グローバル開発セン
ター及びほんだし工場」見学会

東海旅客鉄道
取締役会長　葛西　敬之

格付け会社の今後の展開と課題
～サブプライム問題との関連

金融・資本市場の競争力強化に
向けて

シームレスな鉄道システムの実現
外科的に行われる失われた機能
の再生

日本信号
取締役専務執行役員　降旛　洋平

M&A:日本企業が真のグローバル
プレーヤーになるために

世界の中の日本語

三井金属の環境リサイクル事業
日本企業が取り組むべきグローバ
ルトレンド

二つの脳、二つの医学　―東洋医
学と西洋医学―

基幹産業を支える人づくり戦略

山九
専務取締役 内藤　新平

１火・４火主催合同懇親会 航空の安全と危機管理

登山家　續　素美代

学校教育の現状と21世紀の展望 『コンテンツ』からの発想

『法令遵守』が日本を滅ぼす～コンプ
ライアンス不況にどう立ち向かうか～

感性価値創造活動の推進につい
て

世界のなかで欧州統合を考える
『バランスシートによる日本経済の再認識と発展
のための対策』-「フロー経済重視」から「ストック
経済重視」へ

慶應義塾大学法学部
教授　田中　俊郎

T&Kパートナーズ
代表取締役 辛島　祥夫

和田倉噴水公園レストラン

桐蔭横浜大学 コンプライアンス研
究センター長 　郷原　信郎

経済産業省
大臣官房審議官　羽藤　秀雄

北里研究所東洋医学総合研究所 鍼
灸診療部部長代理、漢方診療部副部
長 伊藤　剛

日立コンサルティング
取締役社長　 ポール 与那嶺

（１火・４火主催合同懇親会
和田倉噴水公園レストラ
ン）

南極大陸スキー行1200km～純白
の大地、見えない目標を目指した
57日間～

学生情報センターグループ
特別顧問 松室　哲生

第４金曜

第３水曜

第３木曜

第４木曜

第４水曜

ANA総合研究所
理事　山内　純二

青葉学園（東京医療保健大学）
理事長　田村　哲夫

第１火曜

第１水曜

第２木曜

和田倉噴水公園レストラン

パレスホテル

第４火曜

2008年5月

第３火曜

第１木曜

第２火曜

名古屋大学大学院 文学研究科
教授　町田　健

ラザードフレール
取締役社長＆CEO 畠山　康

（１火・４火主催合同懇親会
和田倉噴水公園レストラ
ン）

野村総合研究所　研究創発セン
ター 主席研究員 大崎　貞和

格付投資情報センター
取締役会長　原田　靖博

ビー・ブラウン エースクラップ
取締役社長 三神　 峻

ジャーナリスト・元共同通信ワシント
ン支局長　松尾　文夫

第２水曜

三井金属鉱業
取締役社長　竹林　義彦

第２金曜



２.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

第４金曜

第３水曜

第３木曜

第４木曜

第４水曜

第１火曜

第１水曜

第２木曜

第４火曜

第３火曜

第１木曜

第２火曜

第２水曜

第２金曜

2008年6月

バイオが変える社会
１４グループ合同暑
気払い

歴史認識の歪みを探る

協和発酵工業 キッコーマン

相談役　平田　正 取締役副会長　茂木　賢三郎

バイアウトファンドとは何か
１４グループ合同暑
気払い

半導体産業　光と影

カーライル・ジャパン・エルエルシー
会長　伊佐山　建志

地球温暖化対策の将来枠組みを巡
る動向と今後の展望

１４グループ合同暑
気払い

二十一世紀の国富論～わが国の世
界戦略と国家の意志

デフタ　グループ
取締役グループ会長 原　丈人

世界の生産物賠償責任事情
１４グループ合同暑
気払い

休会

中小企業から見たカーテンウォール
業界の課題

１４グループ合同暑
気払い

休会

昭和鋼機
取締役副会長　工藤　祥高

日中間物流の今後と当社の事業戦
略

１４グループ合同暑
気払い

山九
専務取締役 　平栗　直樹

前立腺疾患に関する最近の話題
１４グループ合同暑
気払い

あるべき知的財産改革－危機的な
我国現場を見よ！－

１４グループ合同暑
気払い

ドミノ・ピザの成長と今後の戦略

ＣＬＩＮＩＣ　Ｆ 　院長 　藤本　幸弘

ロジスティクス事業の現状と展望
１４グループ合同暑
気払い

短期金融市場と短資会社

最近の冠婚葬祭事情および有料老
人ホームの動向について

１４グループ合同暑
気払い

ベネッセコーポレーションの社会活
動について

日本のバランスシート
１４グループ合同暑
気払い

愛の料理-和食と日本酒と健康と-

料理研究家
 やまはた　のりこ

行動する経済同友会―学校と企業・経営者
の交流活動推進委員会の活動について―

１４グループ合同暑
気払い

暑気払い懇親パーティー

レストラン　LINTARO

リアルタイムパワー
１４グループ合同暑
気払い

休会

上場会社と株主との紛争をめぐる法
律問題の若干の考察

１４グループ合同暑
気払い

休会

ジョーンズ・デイ法律事務所
パートナー 清原　健

パレスホテル　２階
チェリールーム

パレスホテル　２階
チェリールーム

パレスホテル　２階
チェリールーム

フューチャーアーキテクト
取締役会長 金丸　恭文

パレスホテル　２階
チェリールーム

ベリングポイント
アドバイザー 　村藤　功

パレスホテル　２階
チェリールーム

サン・ライフ
取締役社長 松居　克彦

日本コンラックス
取締役会長　山中　信義

パレスホテル　２階
チェリールーム

パレスホテル　２階
チェリールーム

パレスホテル　２階
チェリールーム

パレスホテル　２階
チェリールーム

日本エネルギー経済研究所
研究主幹　 工藤　拓毅

エスイーエス 取締役専務最高財務
責任者　　北島　文雄

三井住友海上火災保険
常任顧問　植村　裕之

北里研究所病院 内視鏡手術セン
ター 副センター長 入江　啓

パレスホテル　２階
チェリールーム

パレスホテル　２階
チェリールーム

2008年7月

ヒガ・インダストリーズ
取締役社長　アーネスト　比嘉

パレスホテル　２階
チェリールーム

三井記念美術館「特別展シリーズ美
術の遊びとこころⅢ」見学会　＆懇
親・放談会«ざくろ　室町店»

パレスホテル　２階
チェリールーム

ベネッセコーポレーション
特別顧問　星　久人

日栄国際特許事務所
所長・弁理士　森　哲也

パレスホテル　２階
チェリールーム

日立物流 代表執行役社長兼取締
役 鈴木　登夫

欧米のアンチエイジング医療の現状とア
ンチエイジングビジネスに対する株式会
社参入のメリットとデメリット

上田八木短資
取締役社長　守田　道明



２.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

第４金曜

第３水曜

第３木曜

第４木曜

第４水曜

第１火曜

第１水曜

第２木曜

第４火曜

第３火曜

第１木曜

第２火曜

第２水曜

第２金曜

2008年9月 2008年10月
地球温暖化を正しく理解しよう－マスコミ
に報道されない環境問題

国会議事堂（衆議院）見学会

NTTアドバンステクノロジ

特別顧問  石川　宏

通信業界の最近の話題
パナソニックセンター東京　見学
会

ＫＤＤＩ

取締役副会長　天野　定功

企業社会で注目されるＥＡＰ（社員支援
プログラム）

中国ビジネスを如何に勝ち抜くか

ヒューマン・フロンティア 東京マイツ
取締役社長　佐久間　万夫 代表取締役　池田　博義
日本経済、その本質的な停滞の実相と新たなる
発展のビジョン～次世代型のマネジメント育成シ
ステム～

伝統と現代

経営共創基盤 GKデザイン機構
代表取締役CEO　冨山　和彦 代表取締役会長　栄久庵憲司

教育再生懇談会の現状（子どもと若者
総合支援）

半導体産業・半導体製造装置産
業の課題

青葉学園（東京医療保健大学） アドバンテスト
理事長　田村　哲夫 取締役会長　竹下晋平

おもしろい洋酒のはなし
沸騰都市ドバイにおけるビジネス
展開

サントリー 日立プラントテクノロジー
社友　友松　康夫 代表執行役執行役社長　住川　雅晴

地球を温暖化から救う切り札　注目の
「ヒートポンプ」とは

柏崎刈羽原子力発電所　見学会

東京電力　

執行役員  片倉  百樹

生活習慣とがん、そして予防
アジアでも進む少子高齢化―日
本以上に深刻な実態―

北里研究所病院 日本総合研究所
院長　山田　好則 特別顧問　門脇　英晴

信長を語る
クレジットカード産業の動向と今
後の展望について

大本山　本能寺 オーエムシーカード
前貫首　和田　日攝 取締役社長　江幡　真史

世界の中の日本語
帝人グループのリスクマネジメント
について

帝人
取締役副社長 片山 隆之

還暦ベンチャー立ち上げ記～74年ぶり
の独立系生保の誕生

ライフネット生命保険
取締役社長　出口　治明

2015年の日本
―求められる第三の開国―

日本のシニアマーケットについて

野村総合研究所　 シニアコミュニケーション
取締役副会長　鳴沢　隆 取締役社長　山崎　伸治
日本企業にとっての中国市場、中国進出に伴う各種リス
クとその対応策～ 中国財閥系のプライベート・エクイ
ティ・ファンドの視点から ～

生産性から見た日本経済の実状

ｼﾃｨｯｸ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

常務董事･ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　奥野　啓

狭心症・心筋梗塞　常識（？）の落とし穴
囲碁の面白さ、人生に於ける囲
碁の効用

北里研究所病院　
院長補佐　赤石 誠 囲碁棋士　石倉昇九段

内視鏡昨今

北里研究所病院　外科副部長、化学
療法科部長、内視鏡手術センターセ
ンター員、大作昌義

社会経済生産性本部  生産性総合
研究センター主任研究員  木内　康
裕

名古屋大学大学院 文学研究科
教授　町田　健



２.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

第４金曜

第３水曜

第３木曜

第４木曜

第４水曜

第１火曜

第１水曜

第２木曜

第４火曜

第３火曜

第１木曜

第２火曜

第２水曜

第２金曜

2008年11月 2008年12月 2009年1月

関節痛とその治療 公平な地球温暖化対策を提唱せよ 休会

国際経済交流財団
会長　畠山　襄

21世紀の『価格革命』と日本の課題
人材活性化に向けた全社員研修の
試み

休会

三菱UFJ証券 シーエーシー
経済調査部　チーフエコノミスト 水野　和夫 取締役社長　島田　俊夫

地球環境とチタン
米国大統領選挙結果とオバマ新政
権の行方

休会

東邦チタニウム 東京財団
取締役会長　野上　一治 研究員　渡部　恒雄

世界の主要大学の今後の国際展開
と企業との連携

行動する経済同友会　―学校と企業・経営
者の交流活動推進委員会の活動について
―

総理大臣と官僚 － 羽田首相、村
山首相の思い出

早稲田大学 ベインキャピタル・ジャパン ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ

総長　白井 克彦 副会長　山中 信義 会長　岩下　正　

北京オリンピック後の中国経済と日
本企業の対応

明治製菓見学会
チョコレートの歴史と文化

２水・２金・３水合同懇親会

中央大学大学院 明治製菓 シティクラブ・オブ東京
戦略経営研究科 教授　服部 健治 取締役社長　佐藤　尚忠

世界の都市間競争と日本橋再生計
画

新年経済の展望
自立した部下を育てるためのコー
チング

三井不動産 日本総合研究所 コーチ・トゥエンティワン
日本橋街づくり推進部長 　中川俊広 調査部　調査部長　　藤井　英彦 取締役会長　伊藤　守
あるべき雇用の姿～誰もが自由に才能
を活かしながら活き活きと暮らせる社会
～

日本語の不思議 ２水・２金・３水合同懇親会

パソナグループ 名古屋大学大学院研究科 シティクラブ・オブ東京
取締役専務執行役員  鈴木　雅子 教授　町田　健

宅急便と天地人
サブプライム危機の解決に国際協調は必要
か？－大恐慌の経験を振り返る 新年懇親会

ヤマトホールディングス 慶応義塾大学経済学部 東京會舘
取締役社長 瀬戸　薫 教授　竹森　俊平

情報主導（Information Driven）～進化し続け
る情報化社会と情報管理における新潮流～

グローバル金融経済情勢－深刻化する目先の景
気後退vs.年後半に期待される政策効果－ ２水・２金・３水合同懇親会

シマンテック  JPモルガン証券 シティクラブ・オブ東京
取締役社長  加賀山　進 取締役会長  森口　隆宏

高周波誘導加熱技術について
2009年の金融経済展望-金融危機
脱出のシナリオとは-

休会

第一高周波工業
取締役社長 長濱 正孝

日本の競争力と人財-グローバルな
人財とは

日本経済と金融政策 休会

ｺｰﾝ･ﾌｪﾘｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社 日本銀行　政策委員会審議委員
日本担当取締役社長　橘・ﾌｸｼﾏ・咲江 須田美矢子

馬と私・・・チャンレンジへのベスト
パートナー

基本から理解する新型インフルエン
ザ

休会

北京五輪馬術日本代表　 北里研究所病院
八木　三枝子 呼吸器内科副部長 竹下　啓

企業不動産（ＣＲＥ)戦略について 化学産業（石油化学産業）について
建設活動における環境配慮施工と環境
負荷低減技術による社会貢献

シービー・リチャードエリス 昭和電工 大林組
取締役社長・CEO　秋山 隆英 取締役専務執行役員　佐藤　龍雄 常務取締役技術本部長　三輪 昭尚 

昨今の金融危機救済における当社
の役割

懇親忘年会
ポスト『ドル資本主義』を見据える
世界と日本

ブラックロック・ジャパン シティクラブ・オブ東京 野村證券 金融経済研究所
マネージング ディレクター 竹内 章喜 シニアエコノミスト　西澤　隆

北里研究所病院 整形外科部長、スポーツク
リニック部長、人工関節センターセンター長
月村 泰規

JPモルガン証券　経済・債券調査部長 チー
フ エコノミスト　菅野　雅明



２.産業懇談会１４グループ開催一覧
（敬称略、役職は開催当時）

(＃網掛けは、見学会・懇親会）

第４金曜

第３水曜

第３木曜

第４木曜

第４水曜

第１火曜

第１水曜

第２木曜

第４火曜

第３火曜

第１木曜

第２火曜

第２水曜

第２金曜

2009年1月 2009年2月 2009年3月
世界の都市間競争と日本橋再生計
画

分かる日本語を使うために

三井不動産 名古屋大学大学院 文学研究科

日本橋街づくり推進部部長 中川俊広 教授　町田　健

日本における『英語教育』 先端技術館@TEPIA見学会

青葉学園（東京医療保健大学）
理事長　田村　哲夫

脱ガラパゴス化現象 漢方胃腸薬は、ほんとうに効くのか

野村総合研究所
主席コンサルタント　吉川　尚宏

２火懇親会 新しい時代への挑戦 住宅をめぐる経緯と展望

シティクラブ・オブ東京 積水ハウス 取締役常務執行役員
福井 俊彦　日本銀行前総裁 平林 文明

金融危機後、日本企業は如何に成
長すべきか？　－ＰＥファンドの視点

女性を活用する企業は伸びる！！

ベインキャピタル・ジャパン ＭＲＩ　代表取締役
副会長　山中信義 大橋　光博

世界の中の日本語
行動する経済同友会～学校と企業・経営者
の交流活動推進委員会の活動について～

名古屋大学　大学院文学研究科 ベインキャピタル・ジャパン
教授　町田　健 副会長　山中信義

歌舞伎よもやま話 航空の安全と危機管理

歌舞伎役者 ANA総合研究所
八代目  市川 門之助 理事　山内 純二

経営テーマの歴史的変遷とコンサル
ティング業務の役割

地球温暖化を救う切り札　注目の
『ヒートポンプ』とは

ローランド・ベルガー 東京電力
取締役日本代表　水留　浩一 執行役員　片倉　百樹
激変するワークスタイルとコラボレーション～
ICTで変わるこれからの社会とビジネス環境
～

国際通貨制度の将来

日本ユニシス
上席常務執行役員　平岡　昭良
「グローバルケミカルカンパニー」を目指す取り組
み～ ラービグ計画、オリセットネットによるアフリカ
でのマラリア撲滅支援

ＪＴの国際戦略

住友化学 日本たばこ産業

取締役副社長執行役員　廣瀨　　博 取締役相談役　本田　勝彦

日本橋再生計画
わが国ナレッジワーカーの生産性を欧米に
負けないレベルに引き上げるために

三井不動産 リアルコム　代表取締役（CEO）
日本橋街づくり推進部部長 中川俊広 谷本　肇

国家ファンド（SWF）とイスラム金融 都市鉱山と資源リサイクル

日本政策金融公庫 国際協力銀行　 独立行政法人　物資・材料研究機構
資源ファイナンス部部長　前田　匡史 材料ラボ長　原田　幸明

我が国の発展を支える会計基準の重要性に
ついて－企業会計及び公会計－

日本企業の強みを活かした新興国
市場の攻略

日本公認会計士協会 野村総合研究所
会長　増田　宏一 取締役副会長　今井　久

日本企業におけるグローバル人材育成の決め手
～6つの障害とその解決策

最新の医療技術である遺伝子を用いたがん
の早期発見とがんの治療法について

マルチカルチュラル・プレーイングフィールド社 西新宿山手クリニック 院長
社長　渥美　育子 飯塚  啓介

北里大学　東洋医学研究所　臨床研究部部長、漢
方診療部副部長　及川　哲郎

日興シティホールディングス　ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｱﾌｪ
ｱｰｽﾞ担当執行役員　吉村 幸雄



３.会員セミナー開催一覧 

 

（敬称略、役職は開催当時） 

●2008 年（平成 20 年） 

・第  1回 ( 4. 8)「企業メセナの現状と展望～文字・活字文化      福原 義春（文字・活字文化推進機構 会長） 

の推進に向けて」                     

・第  2回 ( 4. 9)「公正な証券市場をめざして～証券取引等      佐々木 清隆（証券取引等監視委員会事務局 

監視委員会の活動と市場参加者の役割」                                 総務課長） 

・第  3回 ( 6. 4)「北海道洞爺湖サミットと低炭素社会の実現」    鴨下 一郎（環境大臣） 

・第  4回 ( 6. 6)「激動の世界と日本」               五百旗頭 真（防衛大学校 学校長） 

・第  5回 ( 6.11)「平成の民権運動・せんたく(選択、洗濯)について」  北川 正恭（早稲田大学大学院 教授・ 

元三重県知事） 

・第  6回 ( 7. 7)「内外経済の展望～原油価格高騰を踏まえて」     五十嵐 敬喜（三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｼﾝｸﾞ株式会社 

 調査部 部長） 

・第  7回 ( 7.14)「世界潮流と日本～今、真に問われていること」       寺島 実郎（株式会社三井物産戦略研究所 所長） 

・第  8回  ( 9. 5)「震災後の対策について」             五十殿 侑弘（小堀鐸二研究所 代表取締役） 

・第 9回  ( 9.26)「日本経済～浅瀬と満潮の分岐点」         ﾛﾊ゙ ｰﾄ･ｱﾗﾝ･ﾌｪﾙﾄﾞﾏﾝ（ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社 

                         経済調査部長兼ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ） 

・第10回  (10. 2)「政治展望～いよいよ政治決戦へ」          田勢 康弘（早稲田大学大学院 教授） 

・第11回  (10.27)「地域紛争に揺るがされる国際政治          藤原 帰一（東京大学 教授） 

～グルジア・ロシア・世界」                  

・第12回  (11.06)「米大統領選挙と今後の日米関係」          手嶋 龍一（外交ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ・作家・ 

元ＮＨＫワシントン支局長） 

・第13回  (11.19)「米金融危機がファンドと日本企業に与える影響」   マーク・ナニリー（ﾍﾞｲﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅ ｽーﾞ 

ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ ） 

・第14回  (12.15)「米国経済はどこに向かうのか～信用危機下の世界」  中前 忠（中前国際経済研究所 代表） 

 

●2009 年（平成 21 年） 

・第15回  ( 1.21)「新型インフルエンザの現状と企業・個人のリスク   岡部 信彦（国立感染症研究所 感染症情報ｾﾝﾀ  ー

管理について」                    ｾﾝﾀｰ長） 

・第16回  ( 2. 2)「勝ちの価値観は変わる」              米長 邦雄（日本将棋連盟 会長） 

・第17回  ( 2.26)「勝間和代のみんなで日本を変えよう」        勝間 和代（経済評論家） 

・第18回 ( 3. 5)「激動する政局と日本の今後」            蟹瀬 誠一（国際ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ・ 

明治大学国際日本学部長） 

・第19回 ( 3.12)「金融危機の帰趨と今後の展望」           武者 陵司（ドイツ証券株式会社 副会長兼 

ﾁｰﾌ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｱﾄﾞﾊ゙ ｲｻﾞｰ） 

・第20回 ( 3.16)「アジアの巨竜（中国）･巨象（インド）と日本の    谷野 作太郎（財団法人日中友好会館 副会長 

取り組み」            （元駐中国・インド大使））                       



 

 

４.経済懇談会開催一覧 

（敬称略、役職は開催当時） 

●2008年（平成20年） 
 

〔第15回会合〕（4月10日）「日立グループにおける環境への取組みについて」 

日立製作所  執行役常務   葛岡利明氏 

〔第16回会合〕（4月22日）「2007年度経済懇談会の活動の総括」 

ﾏｯｷﾝｾﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｲﾝｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ  ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 門永宗之助氏 

〔第1回会合〕（9月10日） 「2008年度経済懇談会の運営、検討テーマについて」 

※懇親会：18：30～20：00 

〔第2回会合〕（9月25日） 「米国の金融危機と世界」 

実 哲也  日本経済新聞社 論説副委員長兼経済部編集委員 

〔第3回会合〕（10月8日） 「今後の政治・政局について」 

星 浩  朝日新聞 論説委員 

〔第4回会合〕（10月23日）「日本企業の底力と課題」 

中谷 巌 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 理事長  

〔第5回会合〕（11月12日）「非財務情報の開示について－花王ＣＳＲレポートの事例紹介と今後の課題」 

     中川 俊一 花王㈱ 取締役常務執行役員 

〔第6回会合〕（11月27日）「タケダイズムをベースとした世界的製薬企業への取り組み」 

山中 康彦 武田薬品工業㈱  取締役    

〔第7回会合〕（12月10日）「低炭素社会の実現に向けた電気事業の取組み」 

藤 原 万喜夫 東京電力株式会社 常務取締役 

〔第8回会合〕（12月25日）「航空業界を取り巻く状況と当社の現状と課題」 

山口 栄一 株式会社日本航空インターナショナル 執行役員  

 

●2009年（平成21年） 
 

〔第9回会合〕（1月14日） 「コマツの建機(建設・鉱山機械)戦略」 

駒村 義範 株式会社小松製作所 取締役専務執行役員 

〔第10回会合〕（1月28日） パソナグループ「農業分野の雇用創出」への取り組み 

鈴木 雅子 氏 株式会社パソナグループ 取締役専務執行役員  

〔第11回会合〕（2月12日）「総合商社における経営の変遷」 

関 山 護 丸紅株式会社 取締役専務執行役員 

〔第12回会合〕（2月26日） グローバル「Panasonic」に向けた取組み 

遠 山 敬 史 パナソニック システムソリューションズﾞ社 社長 

〔第13回会合〕（3月11日）「オバマ大統領のもとでアメリカは変わるのか」 

中岡 望 氏 フリージャーナリスト 

〔第14回会合〕（3月26日）「来年度の経済同友会の活動について」 

小島邦夫 経済同友会 専務理事 



５.創発の会開催一覧

（敬称略、役職は開催当時）

●2008年（平成20年）

第10回 4月 18日 　　　　　修  了  式

第１回 6月 18日桜井　正光 代表幹事　 世界とともに拓く未来

（リコー・取締役会長）

第２回 7月 28日小島　邦夫 副代表幹事・専務理事 夏季セミナー『軽井沢アピール』について

第３回 9月 26日小林　陽太郎終身幹事 経済同友会のルーツを探って

（富士ゼロックス・相談役最高顧問）

第４回 10月 14日山中　信義 学校と企業・経営者の交流活動推進委員会委員長行動する経済同友会

（ベインキャピタル・ジャパン　副会長） 　－学校と企業・経営者の交流活動推進委員会の活動について－

第５回 11月 12日岩田　彰一郎副代表幹事 企業の社会的責任と企業家精神

（アスクル　取締役社長兼ＣＥＯ）

第６回 12月 4日 萩原　敏孝 副代表幹事 コマツの国際展開について

（小松製作所　相談役・特別顧問）

●2009年（平成21年）

第７回 2月 4日 北山　禎介 副代表幹事 ”貯蓄から投資へ”の現状と課題

（三井住友フィナンシャルグループ 取締役社長）

第８回 2月 23日池田　弘一 副代表幹事 私の経営哲学

（アサヒビール 取締役会長） 　　～すべてはお客様のうまい！のために～

第９回 3月 23日勝俣　宣夫 副代表幹事 再生への道－丸紅の改革－

（丸紅　取締役会長）

 



６.憲法問題懇談会開催一覧 

（役職は開催当時） 

●2008 年（平成 20 年） 
〔第１回会合〕  

１．日 時： 2008 年７月 29 日（火） 09：30～11：30  

２．①講 演：日本の安全保障と自衛隊海外派遣をめぐる諸課題衆議院議員 

 自由民主党安全保障調査会長（元防衛庁長官）  中谷 元氏 

  ②会   合：本年度の当委員会の運営について 

〔第２回会合〕  

１．日 時： 2008 年 9 月 4 日（木） 10：00～11：30  

２．講   演：「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書について 

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」座長（元 駐米大使） 

柳  井  俊  二   氏 

〔第３回会合〕  

１．日 時： 2008 年 10 月 22 日（水） 10：00～11：30  

２．講   演：「経済人からみた日本国憲法」 

経済同友会 元「憲法問題調査会」委員長 

コンパスプロバイダーズ L.L.C. ゼネラルパートナー 日本代表 

高  坂  節  三   氏 

〔第４回会合〕  

１．日 時： 2008 年 12 月 8日（月） 16：30～18：00 

２．講   演：「国際比較の視点から見た日本国憲法－今後の展望を踏まえて」 

駒澤大学 法学部 教授    西    修 氏 

 
●2009 年（平成 21 年） 
〔第５回会合〕  

１．日 時： 2009 年 1 月 28 日（月） 15：00～16：30 

２．講   演：「海賊対策のための自衛隊派遣をめぐる諸課題」 

海洋政策研究財団会長（元 防衛庁事務次官）  秋  山  昌  廣 氏 

 

 



７.リーダーシップ・プログラム開催一覧

（役職は開催当時）

●2008年（平成20年）

会合 開催日時 実施内容

第14回
（終了）

4月3日（木）
18:30～20:30

長谷川 閑史 氏　（武田薬品工業　社長）
　　｢私の経営に対する考え方」

第15回
(終了）

4月17日（木）
18:30～20:30 総括＆懇親会

第１回
（終了）

7月22日（火）
18:30～19:30

趣旨説明
北城恪太郎 委員長より
　　「今年度のリーダーシッププログラムについて」
      簡単な自己紹介

結成式
19:30～21:00

レストラン・ポールスターにて懇親パーティ(立食）

8月29日（金）～31日(日） （1日目）19:00 現地集合　　懇親パーティ

軽井沢浅間プリンスホ
テル

（2日目）
　　　　北城 恪太郎 委員長（日本IBM 最高顧問）の講話
　　　　有富 慶二　副代表幹事（ヤマトホールディングス会長）の講話
　　　　個人発表

（2日目）　懇親パーティー

第3回
(終了）

9月11日（木）
18:30～20:30

今道 友信  氏　（東京大学名誉教授・哲学美学比較研究国際センター所長）
　　　「現代におけるリーダーシップ」

第4回
(終了）

9月24日（水）
18:30～20:30

桜井 正光　氏　（経済同友会代表幹事・リコー会長）
　 　「変革のためのリーダーシップ」

第5回
(終了）

10月15日（水）
18:30～20:30

牛尾 治朗 氏 （ウシオ電機　会長）
　　　「リーダーの心構え」

第6回
(終了）

10月30日（木）
18:30～20:30

小枝　 至　氏　（日産自動車　相談役名誉会長）
　　「国際競争の中でのリーダーシップ」

第7回
(終了）

11月19日（水）
18:30～20:30

藤森 義明　氏　（日本ゼネラル・エレクトリック　取締役会長兼社長兼ＣＥＯ）
　　「リーダーシップ教育」

第8回
(終了）

11月27日（木）
18:30～20:30

大田 弘子 氏　（政策研究大学院大学 教授）
　　（元 内閣府特命担当大臣 経済財政政策担当）
　　 「日本経済の課題」

(終了） 12月18日（水）
18:30～20:30

忘年懇親会（2003～2008年度　合同）

●2009年（平成21年）

第9回
(終了）

1月28日（水）
18:30～20:30

細谷 英二 氏　（りそなホールディングス取締役兼執行役会長）
　　 「国鉄改革」・「りそな再生」から学ぶ教訓
　　　－1人の企業人として考え、学んできたこと

第10回
(終了）

2月12日（木）
19:15～21:00 長谷川閑史 氏　 (副代表幹事・武田薬品工業 社長）

　 　「Leadership について」

【1日目】現地集合　懇親パーティー

【2日目】終日セミナー
　　 池田 弘一 氏　（アサヒビール　取締役会長）
       「私の経営哲学～すべてはお客様のうまい！のために～」
　　 冨山 和彦 氏　（経営共創基盤　代表取締役CEO）
　　　 「修羅場の経営リーダーシップ」
　　 小島 邦夫 氏  （経済同友会　副代表幹事・専務理事）

【2日目】懇親会

第12回
（終了）

3月18日（水）
18:30～20:30 中村　邦夫　氏（パナソニック 会長）

　「大きな時代変化にあって」

第2回
(合宿）
(終了）

第11回
（合宿）
（終了）

2月27日（金）
～3月1日（日）
＠宮崎　シーガイア
（確定）



（2008年4月1日～2009年3月31日）

会合名 会合数 参加人数
●幹事会 13 1,131
●幹事懇談会 9 447
●会計幹事会 1 9
●正副代表幹事会 18 260
　　　同　　　　スタートアップミーティング 1 15
　　　同　　　　１ＤＡＹ　ＭＥＥＴＩＮＧ 1 14
●公益社団移行委員会　 5 46
●会員委員会　 10 77
　　　同　　　　新入会員オリエンテーション 9 161
●財務委員会 2 31
●広報委員会 0 0
●経済研究所　　ＴＣＥＲ 8 421
●経済情勢・政策委員会 10 237
　　　通信と放送の在り方を考える勉強会 6 61
●構造改革進捗レビュー委員会 4 54
　　　同　　　　正副委員長会議 1 5
●役員選考委員会 5 50
●企業経営委員会 11 573
　　　同　　　　正副委員長会議 12 64
●社会的責任経営委員会 8 178
　　　同　　　　正副委員長会議 1 6
　　　同　　　　常任委員会 8 60
●企業・経済法制委員会 7 139
　　　同　　　　正副委員長会議 3 21
●新事業創造推進委員会 6 123
　　　同　　　　正副委員長会議 4 29
●財政・税制改革委員会 3 59

８．会合別参加人数

●財政・税制改革委員会 3 59
　　　同　　　　正副委員長会議 3 14
●行政改革委員会　 7 87
　　　同　　　　正副委員長会議 3 19
●地方行財政改革委員会 7 131
　　　同　　　　正副委員長会議 2 11
　　　同　　　　常任委員会 5 51
●社会保障改革委員会 7 68
　　　同　　　　正副委員長会議 2 11
　　　同　　　　検討会 4 19
●医療制度改革委員会 7 140
　　　同　　　　正副委員長会議 8 59
●金融・資本市場委員会 9 329
　　　同　　　　正副委員長会議 6 41
●新時代のものづくり基盤委員会 10 212
　　　同　　　　正副委員長会議 6 34
●サービス産業の生産性向上委員会　 10 217
　　　同　　　　正副委員長会議 3 20
　　　同　　　　マクロ部会 5 45
●消費問題委員会 9 107
　　　同　　　　正副委員長会議 4 20
●中小企業活性化委員会 6 102
　　　同　　　　正副委員長会議 2 10
●経済外交委員会 8 112
　　　同　　　　正副委員長会議 5 32
　　　同　　　　意見交換会 3 10
●科学技術・イノベーション立国委員会 8 98
　　　同　　　　正副委員長会議 6 34
●農業改革委員会 8 230
　　　同　　　　正副委員長会議 3 16
　　　同　　　　ワーキンググループ会合 15 100
●対内直接投資推進委員会 1 12
　　　同　　　　正副委員長会議 5 26
　　　同　　　　講演会 10 361　　　同　　　　講演会 10 361
●教育問題委員会 8 177
　　　同　　　　正副委員長会議 6 30
●政治委員会 2 33
　　　同　　　　正副委員長会議 1 9



会合名 会合数 参加人数
　　　同　　　　緊急プロジェクト会合 4 26
●地球環境問題委員会 11 334
　　　同　　　　正副委員長会議 1 6
　　　同　　　　常任委員会 9 83
　　　同　　　　ワーキンググループ会合 7 79
●学校と企業・経営者の交流活動推進委員会 3 78
　　　同　　　　正副委員長会議 1 8
　　　同　　　　運営委員会 2 31
　　　同　　　　フォーラム 1 156
●ＮＰＯ・社会起業推進委員会 5 169
　　　同　　　　正副委員長会議 2 8
　　　同　　　　メッセ 1 99
　　　同　　　　ミッション勉強会 1 3
　　　同　　　　米国ミッション 1 3
●少子化対策推進委員会 4 49
　　　同　　　　正副委員長会議 1 4
●国際問題委員会 8 173
　　　同　　　　正副委員長会議 1 7
●アジア委員会　 9 206
　　　同　　　　正副委員長会議 5 30
　　　同　　　　ワーキンググループ会合 4 24
　　　同　　　　日本ASEAN経営者会議 1 15
　　　同　　　　ミッション 1 18
●中国委員会 5 85
　　　同　　　　正副委員長会議 1 6
●米州委員会 7 96
　　　同　　　　正副委員長会議 4 21
　　　同　　　　米国ミッション 1 8
●欧州委員会 7 57
　　　同　　　　正副委員長会議 1 4　　　同　　　　正副委員長会議 1 4
●ロシア・ＮＩＳ委員会 5 58
　　　同　　　　正副委員長会議 1 5
　　　同　　　　ミッション 1 5
●ＷＥＦ（World Economic Forum） 1 1
●市場を中心とする経済社会のあり方検討委員会 0 0
●雇用問題検討委員会　 2 68
　　　同　　　　正副委員長会議 1 3
●会員懇談会 2 210
●産業懇談会 130 2,418
　　　同　　　  懇親会 14 234
　　　同　　　  運営委員会 11 84
　　　同　　　  合同暑気払い 1 159
●会員セミナー 20 2,825
　　　同　　　  運営委員会 2 19
●経済懇談会 14 179
　　　同　　　　世話人会議 1 2
　　　同　　　　懇談会 1 13
●創発の会 10 352
●憲法問題懇談会 5 93
　　　同　　　　運営委員会 1 5
●同友会政策フォーラム 2 270
●リーダーシップ・プログラム 13 260
　　　同　　　　懇親会 7 193
●シンポジウム 3 394
●夏季セミナー 1 31
●第21回全国経済同友会セミナー 1 103
　　　第21回全国経済同友会セミナー企画委員会 1 13
　　　第22回全国経済同友会セミナー企画委員会 2 37
●全国経済同友会代表幹事円卓会議 1 117
●中部経済同友会幹部との懇談会 1 4
●関西経済同友会幹部との懇談会 1 6
●全国経済同友会地方行財政改革推進会議 1 60
　　　同　　　　常任委員会 2 105　　　同　　　　常任委員会 2 105
　　　同　　　　起草委員会 1 17
●各省庁幹部等との懇談会 9 135
●その他外部との会合 8 89



会合名 会合数 参加人数
●代表幹事記者会見 22 495
●提言発表記者会見 23 274
●記者との懇談会 33 301

合計 844 18,821


